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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第3四半期 12,699 9.5 762 △2.7 839 0.5 511 △30.5
24年3月期第3四半期 11,594 15.6 783 503.6 835 325.9 736 479.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 631百万円 （△5.9％） 24年3月期第3四半期 670百万円 （473.8％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第3四半期 23.24 ―
24年3月期第3四半期 33.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 20,039 14,811 73.8
24年3月期 19,770 14,402 72.8
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  14,793百万円 24年3月期  14,385百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 8.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,800 9.6 1,100 11.2 1,200 14.6 710 △17.5 32.24



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 23,974,816 株 24年3月期 23,974,816 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,953,908 株 24年3月期 1,950,830 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 22,022,608 株 24年3月期3Q 21,992,522 株
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連の需要等により国内市場は穏やか

な回復をみせたものの、欧州債務問題の長期化や諸新興国の経済成長の鈍化等により、国内景気

は依然として厳しい状況が続いております。しかしながら、政権交代に伴う景況感の高まりを受

け円安・株高が進行するなど、景気回復への期待感が高まっています。 

海外の状況につきましては、米国経済は雇用の増加と株価の上昇を背景として個人消費が堅調

に推移し、緩やかな景気回復傾向が続いておりますが、欧州経済は債務問題に伴う厳しい財政緊

縮の実施により低調なまま推移いたしました。また、アジア経済は、中国での金融緩和策と消費

刺激策により回復基調が期待されますが、不透明感は払拭されておりません。 

このような状況のもと、当社グループでは、「中期経営計画」の最終年度である今年度も「事

業構造の改革」と「経営体質の強化」を経営課題と捉え、ユーザーニーズを反映した高付加価値

製品の開発、販売及び新規マーケットの開拓を目指してまいりました。また、トータルコストダ

ウン活動を積極的に推進して経費節減に努めてまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の経営成績については、売上高12,699百万円（前年同期比9.5％

増）、営業利益762百万円（前年同期比2.7％減）、経常利益839百万円（前年同期比0.5％増）、

四半期純利益511百万円（前年同期比30.5％減）となりました。 

このような状況を踏まえまして、第３四半期以降も予算達成に向けて、活発な営業活動と生産

性の向上並びに更なるトータルコストダウンを進め、将来を見据えた経営活動を推し進めてまい

ります。 

 

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

（資 産） 

総資産は前連結会計年度末に比べ269百万円増加し、20,039百万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ189百万円減少し、13,852百万円となりました。これは

主に、商品及び製品の増加309百万円があったものの、現金及び預金の減少306百万円、受取

手形及び売掛金の減少119百万円、原材料及び貯蔵品の減少59百万円があったこと等によるも

のであります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ458百万円増加し、6,187百万円となりました。これは主

に、有形固定資産の増加187百万円、無形固定資産の増加133百万円、投資有価証券の増加158

百万円があったこと等によるものであります。 

（負 債） 

負債は前連結会計年度末に比べ139百万円減少し、5,227百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ236百万円減少し、4,194百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金の増加243百万円があったものの、未払法人税等の減少244百万円、

賞与引当金の減少202百万円があったこと等によるものであります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ96百万円増加し、1,033百万円となりました。これは主

に、負ののれんの減少17百万円があったものの、リース債務の増加104百万円があったこと等

によるものであります。 
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（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ409百万円増加し、14,811百万円となりました。これは主

に、利益剰余金の増加291百万円、その他有価証券評価差額金の増加117百万円があったこと

等によるものであります。 

 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

売上高及び利益については、平成 24 年５月 11 日発表の決算短信で公表いたしました業績

予想に変更はありません。 

 
２． サマリー情報（注記事項）に関する事項 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 
 
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。 
 
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成

24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,529 5,223

受取手形及び売掛金 5,254 5,135

有価証券 1,418 1,419

商品及び製品 332 641

仕掛品 590 674

原材料及び貯蔵品 646 586

その他 279 178

貸倒引当金 △10 △6

流動資産合計 14,041 13,852

固定資産   

有形固定資産 2,167 2,355

無形固定資産 673 807

投資その他の資産   

投資有価証券 1,555 1,713

その他 1,333 1,311

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,887 3,024

固定資産合計 5,728 6,187

資産合計 19,770 20,039

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,506 2,749

短期借入金 40 40

未払法人税等 293 48

製品保証引当金 96 109

賞与引当金 286 83

その他 1,208 1,162

流動負債合計 4,430 4,194

固定負債   

退職給付引当金 63 49

負ののれん 23 5

その他 850 977

固定負債合計 936 1,033

負債合計 5,367 5,227
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,909 4,909

資本剰余金 4,514 4,514

利益剰余金 5,188 5,479

自己株式 △408 △409

株主資本合計 14,203 14,493

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 182 299

その他の包括利益累計額合計 182 299

少数株主持分 17 18

純資産合計 14,402 14,811

負債純資産合計 19,770 20,039
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 11,594 12,699

売上原価 8,740 9,890

売上総利益 2,853 2,809

販売費及び一般管理費 2,069 2,047

営業利益 783 762

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 29 34

負ののれん償却額 17 17

その他 26 33

営業外収益合計 77 88

営業外費用   

支払利息 1 1

支払手数料 16 2

為替差損 － 4

固定資産廃棄損 6 2

その他 0 0

営業外費用合計 25 11

経常利益 835 839

特別利益   

投資有価証券売却益 1 1

特別利益合計 1 1

特別損失   

固定資産廃棄損 － 47

減損損失 － 17

投資有価証券評価損 8 12

特別損失合計 8 76

税金等調整前四半期純利益 828 764

法人税、住民税及び事業税 78 179

法人税等調整額 12 71

法人税等合計 90 251

少数株主損益調整前四半期純利益 737 513

少数株主利益 1 1

四半期純利益 736 511
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 737 513

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △66 117

その他の包括利益合計 △66 117

四半期包括利益 670 631

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 669 629

少数株主に係る四半期包括利益 1 1
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 
 

(4) セグメント情報  
【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 23 年４月１日 至 平成 23 年 12 月 31 日）及び当第

３四半期連結累計期間(自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日)  

     

当社グループは通信機器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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